
クラブNO 所属 氏名
13703 テイクアンドギヴ・ニーズ 五十嵐 千尋
14002 湘南工大附 横田　心愛
14002 湘南工大附 スコット 龍海
14002 湘南工大附 西村　優雅
14002 湘南工大附 髙下 瑠唯
14002 湘南工大附 庄司　萌々
14002 湘南工大附 篠原 煌
14002 湘南工大附 先川原　幸奈
14002 湘南工大附 首藤　優里
14002 湘南工大附 長谷川　彩美
14002 湘南工大附 渋谷　帆想
14002 湘南工大附 瀬原田　凛
14002 湘南工大附 北島　拓馬
14002 湘南工大附 佐枝　宥河
14002 湘南工大附 竜野　凌
14002 湘南工大附 小林　嶺臣 
14002 湘南工大附 東郷　陸
14002 湘南工大附 風間　陽太
14002 湘南工大附 中野 唯来　
14002 湘南工大附 若木　由縁
14002 湘南工大附 北田 久大
14002 湘南工大附 露木　慎之介
14002 湘南工大附 片倉　幹太
14002 湘南工大附 加藤　あかり
14002 湘南工大附 小澤　和真
14002 湘南工大附 林　寛登
14002 湘南工大附 髙橋　友唯
14002 湘南工大附 小林　真夏斗
14007 三浦学苑 鎌田　実優
14007 三浦学苑 横田　紅葵
14007 三浦学苑 安間　アスカ
14007 三浦学苑 前川　颯
14007 三浦学苑 石渡　翔瑛
14007 三浦学苑 野村　美友
14007 三浦学苑 横溝　雄大
14007 三浦学苑 谷口　皇真

＊要綱では８００名と記載でしたが、施設の状況の緩和を踏まえ参加人数を５０名増やし８５０名としました。
＊リストに記載のある参加者は、２月６日までにWEBでエントリーをお願いします。



14007 三浦学苑 長尾　圭一郎
14007 三浦学苑 稲村　風旗
14007 三浦学苑 新本　修吾
14007 三浦学苑 和田　朱音
14007 三浦学苑 北川　優翔
14007 三浦学苑 長利　幸多
14007 三浦学苑 髙岡　蒼矢
14007 三浦学苑 小白川　大翔
14007 三浦学苑 三田　駿斗
14007 三浦学苑 横山　孔明
14027 日大高 泉水 怜
14027 日大高 濱田　京吾
14027 日大高 矢本 奈菜
14027 日大高 鈴木　春覇
14027 日大高 橋浦 暖乃
14027 日大高 川島 こころ
14027 日大高 熊谷　光一郎
14027 日大高 新原 隼人
14027 日大高 東松 佑弥
14027 日大高 木村　麗咲
14027 日大高 国米　良太朗
14027 日大高 吉岡 昌紀
14027 日大高 長﨑 千怜
14027 日大高 木 和真
14027 日大高 入内嶋 星
14027 日大高 高木 翔洋
14027 日大高 池 瑛友
14027 日大高 宮﨑 心菜
14027 日大高 中村 心音
14027 日大高 椿 和奏
14027 日大高 奥山 碧
14027 日大高 田中 咲帆
14027 日大高 會田 凱理
14027 日大高 河田　紘輝
14027 日大高 若林　航輝
14027 日大高 本山　藍
14057 日大藤沢 山本　けいと
14057 日大藤沢 高橋　陽向
14057 日大藤沢 大塚　心



14057 日大藤沢 土肥　哲陽
14057 日大藤沢 大矢　羽奏
14057 日大藤沢 青木　莉暖
14057 日大藤沢 加藤　慧太朗
14057 日大藤沢 升水　優莉果
14057 日大藤沢 岩瀬　智也
14057 日大藤沢 岩崎　光姫
14057 日大藤沢 岩崎　妃花
14057 日大藤沢 斉藤　翔海
14057 日大藤沢 近藤　志音
14057 日大藤沢 丸野　祐
14057 日大藤沢 楳田　羽晴
14057 日大藤沢 小川　悠斗
14057 日大藤沢 大高　悠輝
14057 日大藤沢 西澤　俊輔
14101 桐蔭学園高校 安立　胡春
14101 桐蔭学園高校 神部　莉乃
14101 桐蔭学園高校 小島　乃彩
14101 桐蔭学園高校 大竹　葵咲
14101 桐蔭学園高校 杉山　昴
14500 サギヌマSCM 白戸　亮太
14500 サギヌマSCM 川上　翔大
14500 サギヌマSCM 萩原　瑞稀
14500 サギヌマSCM 山本　匠眞
14500 サギヌマSCM 阿波峰　芽衣菜
14500 サギヌマSCM 菅沼　凛
14500 サギヌマSCM 佐竹　智弘
14500 サギヌマSCM 神宮寺　陽
14500 サギヌマSCM 竹森　麻菜
14500 サギヌマSCM 山口　絢愛
14500 サギヌマSCM 竹森　咲季
14500 サギヌマSCM 宇田　和真
14500 サギヌマSCM 櫻井　航輔
14502 セントラル市ヶ尾 清水　ななみ
14502 セントラル市ヶ尾 田中　雪花
14502 セントラル市ヶ尾 井尻　眞白
14502 セントラル市ヶ尾 坂蒔　梨緒
14502 セントラル市ヶ尾 品堀　珠槻
14502 セントラル市ヶ尾 笹邊　海花



14502 セントラル市ヶ尾 新名　莉子
14502 セントラル市ヶ尾 中尾　凜音
14502 セントラル市ヶ尾 諸星　陸
14502 セントラル市ヶ尾 金子　隼人
14505 NECGSC玉川 小畠　優々美
14505 NECGSC玉川 神尾　至輝
14505 NECGSC玉川 北澤　博貴
14505 NECGSC玉川 村野　歌音
14505 NECGSC玉川 永池　叶
14505 NECGSC玉川 山口　翼
14505 NECGSC玉川 牧田　心海
14505 NECGSC玉川 梶ヶ谷　菜々
14505 NECGSC玉川 大橋　一菜
14505 NECGSC玉川 梶ヶ谷　梨々
14505 NECGSC玉川 岩城　心美
14505 NECGSC玉川 伊東　紗弥香
14505 NECGSC玉川 木下　美和
14505 NECGSC玉川 三井　陽菜乃
14505 NECGSC玉川 大橋　央暉
14505 NECGSC玉川 森　蒼真
14505 NECGSC玉川 鈴木　ありさ
14505 NECGSC玉川 辻　真生
14505 NECGSC玉川 林　蒼良
14505 NECGSC玉川 山口　翔子
14505 NECGSC玉川 君島　飛輝
14505 NECGSC玉川 原田　菜々美
14505 NECGSC玉川 佐藤　美颯
14505 NECGSC玉川 飯田　望実
14505 NECGSC玉川 松本　虎太狼
14505 NECGSC玉川 長友　菜々
14505 NECGSC玉川 山本　怜奈
14505 NECGSC玉川 伊藤　陸人
14505 NECGSC玉川 林　大晴
14505 NECGSC玉川 高城　英大
14505 NECGSC玉川 中根　輝虎
14505 NECGSC玉川 バンス　逞都
14505 NECGSC玉川 笠松　保仁
14505 NECGSC玉川 栗山　拓士
14513 アクラブ藤沢 中野礼依



14513 アクラブ藤沢 齋藤杏
14513 アクラブ藤沢 吉田悠人
14513 アクラブ藤沢 山口凌巧
14513 アクラブ藤沢 大川朋夏
14513 アクラブ藤沢 鈴木智久
14513 アクラブ藤沢 相川　真凜
14513 アクラブ藤沢 工藤弓奈
14513 アクラブ藤沢 久保寺伊呂波
14513 アクラブ藤沢 西村裕斗
14513 アクラブ藤沢 日吉多聞
14513 アクラブ藤沢 武田　紗季
14513 アクラブ藤沢 飯田　怜衣
14513 アクラブ藤沢 中川菜々子
14513 アクラブ藤沢 小林勇斗
14513 アクラブ藤沢 長棟優太
14513 アクラブ藤沢 髙木　葵
14513 アクラブ藤沢 種田　真織
14513 アクラブ藤沢 松本　栞
14513 アクラブ藤沢 齋藤　仁鼓
14513 アクラブ藤沢 武山　陽哉
14513 アクラブ藤沢 久保寺　龍太郎
14513 アクラブ藤沢 中野　羽琉
14513 アクラブ藤沢 吉田　健人
14513 アクラブ藤沢 京谷　優吾
14514 ウォーターメイツ 小長谷夏希
14514 ウォーターメイツ 長濱　波和
14514 ウォーターメイツ 阿部　乙音
14514 ウォーターメイツ 長濱　碧波
14514 ウォーターメイツ 鈴木はる香
14514 ウォーターメイツ 山岡明日風
14516 セントラル鶴見 加藤　由菜
14516 セントラル鶴見 釜付　朋佳
14516 セントラル鶴見 山本　芽生
14516 セントラル鶴見 川辺　梨央
14516 セントラル鶴見 油井　琴子
14516 セントラル鶴見 原　まりあ
14516 セントラル鶴見 若木　絆菜
14516 セントラル鶴見 高屋敷　心和
14516 セントラル鶴見 川口　晟



14516 セントラル鶴見 内田　遥佳
14516 セントラル鶴見 石井　詠
14516 セントラル鶴見 森　亜柚菜
14516 セントラル鶴見 渋谷　春
14516 セントラル鶴見 松本　夏希
14518 ヨコハマＳＣ 五味　智信
14518 ヨコハマＳＣ 牧野　航介
14518 ヨコハマＳＣ 餅田　凛太郎
14518 ヨコハマＳＣ 城藤　彩花
14518 ヨコハマＳＣ 山口　華
14518 ヨコハマＳＣ 川島　紗波
14518 ヨコハマＳＣ 佐々木　暁音
14518 ヨコハマＳＣ 齋藤　なつ
14518 ヨコハマＳＣ 廣木　いずみ
14518 ヨコハマＳＣ 小澤　壮志
14518 ヨコハマＳＣ 田中　心々奈
14518 ヨコハマＳＣ 加茂　優唯
14518 ヨコハマＳＣ 加茂　愛唯
14518 ヨコハマＳＣ 渡辺　花麗
14518 ヨコハマＳＣ 池田　紗貴子
14518 ヨコハマＳＣ 川原　大治
14518 ヨコハマＳＣ 松本　和季
14518 ヨコハマＳＣ 齋藤　英信
14518 ヨコハマＳＣ 天野　航希
14518 ヨコハマＳＣ 尾崎　正樹
14518 ヨコハマＳＣ 吉田　陽恒
14518 ヨコハマＳＣ 樋口　景晴
14518 ヨコハマＳＣ 加茂　幸誠
14518 ヨコハマＳＣ 力本　羽純
14520 のぼりとSC 藤原　唯愛
14520 のぼりとSC 江川　美結
14520 のぼりとSC 浅川　虹羽
14520 のぼりとSC 佐藤　成風
14520 のぼりとSC 池田　理那
14520 のぼりとSC 望月　星空
14520 のぼりとSC 上原　椛愛
14520 のぼりとSC 二瓶　茉弥
14520 のぼりとSC 門田　七海ルーシー
14520 のぼりとSC 山田　萌菜



14520 のぼりとSC 上原　楓那
14520 のぼりとSC 髙屋　麟太郎
14521 相模原ＤＣ 西崎　瑛煌
14521 相模原ＤＣ 岩井　怜央
14521 相模原ＤＣ 實川　真人
14524 カワサキSC 内山　湧斗
14524 カワサキSC 西川 知希
14524 カワサキSC 関口　なつみ
14524 カワサキSC 若林 芽依
14524 カワサキSC 恩田 雄太郎
14524 カワサキSC 茂木 結
14524 カワサキSC 丸山 来奈美
14524 カワサキSC 森岡 宥斗
14524 カワサキSC 河原崎 拓水
14524 カワサキSC 足立 隆太
14524 カワサキSC 吉永 有希
14524 カワサキSC 丸野 祐
14524 カワサキSC 本池 薫
14524 カワサキSC 大和 咲七
14524 カワサキSC 森岡 洋介
14524 カワサキSC 渡辺　心陽
14524 カワサキSC 伊東 明穂
14524 カワサキSC 岩崎 莉子
14524 カワサキSC 熊田 望
14526 鎌倉SS 菅　心寧
14526 鎌倉SS 岡田　百里
14526 鎌倉SS 篠田　彩夏
14526 鎌倉SS 井上　航
14526 鎌倉SS 河内　僚海
14526 鎌倉SS 渡部　明依
14526 鎌倉SS 西村　曜南
14526 鎌倉SS 増田　一樹
14526 鎌倉SS 塩谷　有珠樹
14526 鎌倉SS 高梨　結仁
14526 鎌倉SS 中山　桃子
14526 鎌倉SS 久保　亮太
14526 鎌倉SS 曾宮　桜良
14526 鎌倉SS 竹村　莉奈
14526 鎌倉SS 佐藤　碧人



14526 鎌倉SS 本藤　大貴
14526 鎌倉SS 土志田　旬
14528 小田原SC 藤原　未遥
14528 小田原SC 山中　知子
14528 小田原SC 杉崎　陽菜
14528 小田原SC 亀山　宏紳
14528 小田原SC 関谷　咲希
14528 小田原SC 近藤　恭伍
14529 神奈中小田原 久保田　天来
14529 神奈中小田原 井山　海
14529 神奈中小田原 秋本　咲陽
14529 神奈中小田原 鈴木　楓華
14530 神奈中ＳＳ 大幸　寛知
14530 神奈中ＳＳ 田中　大翔
14530 神奈中ＳＳ 田村　亮輔
14530 神奈中ＳＳ 中野　輝音
14530 神奈中ＳＳ 窪田　優恵
14530 神奈中ＳＳ 西山　彩海
14530 神奈中ＳＳ 小林　優心
14530 神奈中ＳＳ 相原　和奏
14530 神奈中ＳＳ 冨吉　晴
14530 神奈中ＳＳ 作前　颯汰
14530 神奈中ＳＳ 德田　珠理
14530 神奈中ＳＳ 君島　駿太
14538 レオSS厚木 田原　綾乃
14538 レオSS厚木 橋本　真緒
14538 レオSS厚木 角田　羽蘭
14538 レオSS厚木 堺　ティナ
14538 レオSS厚木 橋本　真友
14538 レオSS厚木 石河　伶菜
14538 レオSS厚木 石井　優奈
14538 レオSS厚木 常盤　大海
14538 レオSS厚木 吉澤　萌愛
14538 レオSS厚木 安齋　一誠
14538 レオSS厚木 鎌田　帆風
14538 レオSS厚木 石井　遼
14538 レオSS厚木 後藤　陽介
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 米田　百花
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 北野　佳歩



14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 生田　真菜
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 小島　健歩
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 杉浦　藍桜
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 川口　莉央
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 森　美音
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 安島　奈南
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 鳥越　龍
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 菊川　詢馬
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 益子　凛太郎
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 中丸　諒哉
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 廣木　葉琉
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 廣木　芽琉
14539 ｲﾄﾏﾝ永田台 廣木　桜子
14542 神奈中秦野 楳田　凌央
14542 神奈中秦野 吉川　実枝子
14542 神奈中秦野 上原　巧
14542 神奈中秦野 須川　菜々子
14542 神奈中秦野 布川　維純
14545 SA新城 山田　海都
14545 SA新城 光﨑　陽
14545 SA新城 大羽　こはる
14545 SA新城 倉並　由奈
14545 SA新城 山尾　利樹人　
14545 SA新城 下村　勇人
14545 SA新城 永山　心愛
14545 SA新城 関　若葉
14545 SA新城 大矢　彩陽
14545 SA新城 森岡　美涼
14545 SA新城 加賀谷　夢夏
14545 SA新城 平岡　怜実
14545 SA新城 中里　怜理
14545 SA新城 永田　幸希
14545 SA新城 濱﨑　恵衣
14545 SA新城 中村　玄
14545 SA新城 遠藤　瑛太
14545 SA新城 宮田　花音
14545 SA新城 田中　聖也
14545 SA新城 福知　涼太
14545 SA新城 弓削　駈



14545 SA新城 宮﨑　真央
14545 SA新城 村上　俊太
14545 SA新城 村上　慶太
14545 SA新城 中原　ゆずき
14545 SA新城 加賀谷　茉奈
14545 SA新城 伊藤　大揮
14545 SA新城 出村　琉和
14545 SA新城 永田　希美
14547 TSSあざみ野 佐々木　心映
14547 TSSあざみ野 佐々木　悠乃
14547 TSSあざみ野 藤原　杏
14547 TSSあざみ野 高橋　未有
14547 TSSあざみ野 山口　咲希
14547 TSSあざみ野 中山　鷲
14547 TSSあざみ野 神林　結愛
14547 TSSあざみ野 小峯　旬
14547 TSSあざみ野 黒川　夏花
14547 TSSあざみ野 桝井　璃子
14547 TSSあざみ野 柿戸　太一
14547 TSSあざみ野 山口　真桜
14547 TSSあざみ野 倉田　櫂
14547 TSSあざみ野 中川　航希
14547 TSSあざみ野 片山　朔来
14547 TSSあざみ野 中井　柚季奈
14547 TSSあざみ野 堀口　心篤
14547 TSSあざみ野 佐藤　颯
14549 OCEAN 佐々木　駿
14549 OCEAN 木曽　唯来
14549 OCEAN 山田　辰哉
14549 OCEAN 臼居　聖汰
14549 OCEAN 村尾　優菜
14549 OCEAN 松原　明香
14549 OCEAN 中島　崇太
14549 OCEAN 小笠　珠凜
14549 OCEAN 関根　禅
14549 OCEAN 臼居　篤輝
14549 OCEAN 坂手　颯瞬
14549 OCEAN 斉藤　しずく
14550 トピーアヤセ 吉田 大起



14550 トピーアヤセ 石本 大道
14550 トピーアヤセ 建部 明里
14550 トピーアヤセ 篠田 奏乃
14550 トピーアヤセ 田中 璃空
14550 トピーアヤセ 荒関 星良
14550 トピーアヤセ 山口 美緒
14550 トピーアヤセ 添田 龍ノ介
14550 トピーアヤセ 吉川 隼人
14550 トピーアヤセ 増渕 翼
14550 トピーアヤセ ゼイド アリ
14550 トピーアヤセ 秋谷 咲花
14550 トピーアヤセ 松本 明咲
14550 トピーアヤセ 綱嶋 心愛
14550 トピーアヤセ 木村 友里愛
14550 トピーアヤセ 菊地 果凛
14550 トピーアヤセ 嶋貫 朱里
14550 トピーアヤセ 石本 馳風
14550 トピーアヤセ 小林 寛
14550 トピーアヤセ 新井 尚翔
14550 トピーアヤセ 増田 慶嗣
14550 トピーアヤセ ケラー　佑眞
14550 トピーアヤセ 森下　友翔
14560 イトマン新百合ヶ丘 佐藤　琴美
14560 イトマン新百合ヶ丘 大川　生流
14560 イトマン新百合ヶ丘 伊勢　空翔
14560 イトマン新百合ヶ丘 戸津川　莉央
14560 イトマン新百合ヶ丘 金井　亜緒依
14560 イトマン新百合ヶ丘 森下　星直
14560 イトマン新百合ヶ丘 杉浦　優一朗
14560 イトマン新百合ヶ丘 葛西　颯玖
14560 イトマン新百合ヶ丘 井上　亮
14560 イトマン新百合ヶ丘 川井　健洋
14560 イトマン新百合ヶ丘 佐藤　汰
14560 イトマン新百合ヶ丘 丸山　翔大
14560 イトマン新百合ヶ丘 東條　颯大
14560 イトマン新百合ヶ丘 徳橋　隆之介
14560 イトマン新百合ヶ丘 鈴木　杏
14560 イトマン新百合ヶ丘 根本　泰志
14560 イトマン新百合ヶ丘 澤田　花音



14560 イトマン新百合ヶ丘 鈴木　ゆな
14560 イトマン新百合ヶ丘 伊勢　心羽
14560 イトマン新百合ヶ丘 大場　志人
14560 イトマン新百合ヶ丘 稲吉　悠斗
14560 イトマン新百合ヶ丘 吉澤　凛夢
14560 イトマン新百合ヶ丘 長尾　水玖音
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 松原　光佑
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 古賀　華泳
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 小林　紗奈
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 田邉　奈央
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 畑中　咲良
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 グラハム　二コラ
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 阿部　夕華
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 馬場　桜子
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 猪熊　英玲奈
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 馬場　翔琉
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 鈴木　さくら
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 畑中　秀介
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 山﨑　慶太
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 中田　夕結
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 蓑島　海翔
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 岩瀬　陽
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 小川　咲希
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 渡邉　菜々実
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 山口　久馬
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 齋藤　優凪
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 石川　結菜
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 海江田　来果
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 増田　櫂
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 坂井　梨乃
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 鴨林　夏花
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 原　悠太
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 小川　真希
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 岡見　樹歩
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 印南　愛梨
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 堀　圭佑
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 石井　結菜
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 柏樹　礼也
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 早川　颯真



14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 石渡　友桜
14564 ｲﾄﾏﾝ横須賀 篠田　康成
14572 セントラル横浜 阿部　力樹
14572 セントラル横浜 市川　大樹
14572 セントラル横浜 藤林　大耀
14572 セントラル横浜 打出　晴大
14572 セントラル横浜 杉下　陽
14572 セントラル横浜 堺　大海
14572 セントラル横浜 山賀　兜
14572 セントラル横浜 金子　怜愛
14572 セントラル横浜 井上　桃
14572 セントラル横浜 城田　楓
14572 セントラル横浜 桑田　唯菜
14572 セントラル横浜 佐倉　菜月
14572 セントラル横浜 横尾　祐太
14572 セントラル横浜 上野　莉
14572 セントラル横浜 福永　琴美
14572 セントラル横浜 保坂　玲名
14572 セントラル横浜 鹿野　友果
14572 セントラル横浜 大圖　花
14572 セントラル横浜 山賀　天
14572 セントラル横浜 上野　暖真
14572 セントラル横浜 鈴木　虹羽
14572 セントラル横浜 畑中　蓮
14572 セントラル横浜 藤井　香音
14572 セントラル横浜 赤峰　乙羽
14572 セントラル横浜 細野　百花
14572 セントラル横浜 福田　琥大
14572 セントラル横浜 大西　つぶら
14572 セントラル横浜 髙橋　呂和
14572 セントラル横浜 藤井　琉生
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 鈴木　結蘭
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 山田　将大
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 桑井　夏乃葉
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 井原　涼
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 有原　大喜
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 北山　颯大
14574 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 井上　啓太
14576 湘南SS湘南台 諏訪間　あづさ



14576 湘南SS湘南台 石橋　日菜子
14576 湘南SS湘南台 菊地　那南
14576 湘南SS湘南台 鈴木　慎之助
14576 湘南SS湘南台 山田　悠碁
14576 湘南SS湘南台 加藤　雄大
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 戸倉　晴城
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 鈴木　蓮波
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 本山　龍之介
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 月村　悠真
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 平野　誠弥
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 渡辺　柊冴
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 清水　夏樹
14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 櫻田　希海
14586 セントラル本郷台 水野　吉晴
14586 セントラル本郷台 白井　樹
14586 セントラル本郷台 平山　大遥
14586 セントラル本郷台 廣本　琥大郎
14586 セントラル本郷台 三好　悠太
14586 セントラル本郷台 伊福　暖花
14586 セントラル本郷台 神谷　茉来　
14586 セントラル本郷台 岸　京吾
14586 セントラル本郷台 廣本　瑛心
14586 セントラル本郷台 三好　杏樹
14586 セントラル本郷台 沓澤　央将
14589 イトマン横浜 阿部　晃也
14589 イトマン横浜 青山　琉南
14589 イトマン横浜 大和田　美羽
14589 イトマン横浜 天方　佑花
14589 イトマン横浜 生田　紗希
14589 イトマン横浜 髙森　健叶
14589 イトマン横浜 林　ちさと
14589 イトマン横浜 池田　琴音
14589 イトマン横浜 新川　海衣
14589 イトマン横浜 国米　潤弥
14589 イトマン横浜 津賀　勇人
14589 イトマン横浜 佐久間　美恭
14589 イトマン横浜 佐藤　里洋
14589 イトマン横浜 生田　彩結
14589 イトマン横浜 山下　優那



14589 イトマン横浜 鈴木　梨帆
14589 イトマン横浜 新川　耀
14589 イトマン横浜 麻田　もも
14589 イトマン横浜 小玉　芳奈
14589 イトマン横浜 関　初歌
14589 イトマン横浜 橋口　栞織
14589 イトマン横浜 鈴木　香衣
14589 イトマン横浜 中村　潤輝
14589 イトマン横浜 石山　日和
14589 イトマン横浜 西新田　慶
14589 イトマン横浜 津賀　友花
14589 イトマン横浜 川端　哲平
14591 マック藤沢 岩下　楓
14591 マック藤沢 塚田　翔真
14591 マック藤沢 高梨　雅己
14591 マック藤沢 岩下　葵
14597 KSS横須賀 直井　駿弥
14597 KSS横須賀 蛭田　成海
14597 KSS横須賀 緒形　輝海洋
14597 KSS横須賀 横山　太生斗
14597 KSS横須賀 伊藤　あおい
14597 KSS横須賀 蛭田　誠司
14597 KSS横須賀 河野　結衣
14597 KSS横須賀 坂手　寧音花
14602 イトマン多摩 池田　麗心
14602 イトマン多摩 北　彪正
14602 イトマン多摩 西森　勇太朗
14602 イトマン多摩 細野　健人
14602 イトマン多摩 宮根　咲生
14602 イトマン多摩 新井　玲波
14602 イトマン多摩 清水　心遥
14602 イトマン多摩 福田　絆菜
14602 イトマン多摩 新井　里奈
14602 イトマン多摩 久保　芳瑠
14602 イトマン多摩 三井　大翔
14602 イトマン多摩 広方　駿
14617 長津田SC 仲保　果音
14617 長津田SC 新田　珠南
14617 長津田SC 荒金　建伍



14617 長津田SC 岩永　陸那
14617 長津田SC 髙橋　彩乃
14617 長津田SC 大林　莉奈
14617 長津田SC 松本　結月
14617 長津田SC 依田　悠真
14617 長津田SC 加藤　伊織
14617 長津田SC 村畑汐音
14617 長津田SC 竹俣花映
14617 長津田SC 小野海陽
14617 長津田SC 飯島琥珀
14617 長津田SC 三上皓太朗
14628 ダンロップSC 山本　千晶
14628 ダンロップSC 野井　珠稀
14628 ダンロップSC 中澤　海凪
14628 ダンロップSC 渡辺　裕太
14628 ダンロップSC 水野　響
14628 ダンロップSC 石川　結菜
14628 ダンロップSC 亀井　彩華
14628 ダンロップSC 齋藤　龍
14628 ダンロップSC 小林　久奈乃
14628 ダンロップSC 宍戸　梨穂
14628 ダンロップSC ジーベイ　海陽
14628 ダンロップSC 本間　海翔
14628 ダンロップSC 石貝　拓海
14628 ダンロップSC 曳地　凌介
14628 ダンロップSC 渡辺　大輝
14628 ダンロップSC 石川　真琴
14628 ダンロップSC 山川　大翔
14628 ダンロップSC 松枝　実咲
14628 ダンロップSC 伊藤　礼恩
14628 ダンロップSC 山川　侑壱
14631 ATSC.YW 平井　瑞希
14631 ATSC.YW 福島　美里
14631 ATSC.YW 水上　夏鈴
14631 ATSC.YW 岩崎　真依
14631 ATSC.YW 藤　優実
14631 ATSC.YW 太田　煌
14631 ATSC.YW 竹内　華那
14631 ATSC.YW 河合　美紗



14631 ATSC.YW 谷口　満里奈
14631 ATSC.YW 鈴木　翔
14631 ATSC.YW 本橋　晴夢
14631 ATSC.YW 岩見　萌結
14631 ATSC.YW 山田　真希
14631 ATSC.YW 前田　亜莉紗
14635 セントラル戸塚 小堀 倭加
14635 セントラル戸塚 笹目 南帆
14635 セントラル戸塚 景山 結菜
14635 セントラル戸塚 谷 美里
14635 セントラル戸塚 小山 凜世
14635 セントラル戸塚 神先 浩気
14645 イトマン港北 柳川　大樹
14645 イトマン港北 上川畑　英
14645 イトマン港北 大倉　綾太
14645 イトマン港北 石川　真菜
14645 イトマン港北 小方　颯
14645 イトマン港北 堀上　綺良
14645 イトマン港北 木所　美音楽
14645 イトマン港北 桑原　美優
14645 イトマン港北 児玉　海生
14645 イトマン港北 綿貫　太地
14645 イトマン港北 根岸　空希
14645 イトマン港北 村上　心都
14645 イトマン港北 妻木　唯凪
14645 イトマン港北 岩澤　侑沙
14645 イトマン港北 田中　駿
14645 イトマン港北 本保　花菜子
14645 イトマン港北 小笠原　侑海
14645 イトマン港北 松波　海凪
14645 イトマン港北 川又　彩乃
14645 イトマン港北 高木　康友
14645 イトマン港北 須藤　璃々花
14645 イトマン港北 末谷　燦名
14645 イトマン港北 吉田　和真
14645 イトマン港北 吉田　遥
14645 イトマン港北 加藤　莉桜
14645 イトマン港北 山口　颯大
14645 イトマン港北 塩澤　鼓



14645 イトマン港北 木所　奏音愛
14645 イトマン港北 池田　健太
14645 イトマン港北 原田　大夢
14645 イトマン港北 新原　大和
14645 イトマン港北 川村　勇仁
14645 イトマン港北 小林　海
14645 イトマン港北 川村　謙太
14645 イトマン港北 松波　海社
14645 イトマン港北 近藤　琉生
14645 イトマン港北 平林　弥真
14645 イトマン港北 松島　理子
14645 イトマン港北 杉本　優太
14645 イトマン港北 伊藤　寧
14645 イトマン港北 杉山　陽紀
14645 イトマン港北 岩田　咲茉
14645 イトマン港北 神田　ありさ
14645 イトマン港北 比良　颯介
14645 イトマン港北 木所　絆愛
14645 イトマン港北 高添　帆夏
14645 イトマン港北 天野　祐
14645 イトマン港北 細井　由菜
14645 イトマン港北 牧添　隼
14645 イトマン港北 長島　凛玖
14651 レオSS愛川 五十嵐　啓太
14651 レオSS愛川 江島　歩花
14651 レオSS愛川 赤津　伊波
14653 ﾚｵSS旭 小川　凜
14653 ﾚｵSS旭 清水　悠
14653 ﾚｵSS旭 石川　蓮
14653 ﾚｵSS旭 清水　慧
14653 ﾚｵSS旭 北　航一
14653 ﾚｵSS旭 片山　凛人
14653 ﾚｵSS旭 萩原　悠杜
14653 ﾚｵSS旭 金子　一孔
14653 ﾚｵSS旭 小川　結佳子
14655 レオＳＳ足柄 澤田　紬
14655 レオＳＳ足柄 波多野　樹
14655 レオＳＳ足柄 橋本　匡悟
14655 レオＳＳ足柄 中嶋　子竜



14658 NECGSC溝の口 猪狩　彩奈
14658 NECGSC溝の口 鯉渕　こころ
14658 NECGSC溝の口 加藤　寛樹
14658 NECGSC溝の口 岡部　快澄
14658 NECGSC溝の口 小山　雄大
14658 NECGSC溝の口 高田　誠仁
14658 NECGSC溝の口 山本　ことり
14658 NECGSC溝の口 糸賀　瀬奈
14658 NECGSC溝の口 川田　結生奈
14658 NECGSC溝の口 廣田　明日花
14658 NECGSC溝の口 阿部　美桜
14658 NECGSC溝の口 大岩　優太郎
14658 NECGSC溝の口 鈴木　優佳
14658 NECGSC溝の口 渋谷　紗英子
14658 NECGSC溝の口 杉山　泉
14658 NECGSC溝の口 太田　千鶴
14658 NECGSC溝の口 近藤　礼翔
14658 NECGSC溝の口 鈴木　智也
14658 NECGSC溝の口 中村　優汰
14658 NECGSC溝の口 増森　さくら
14658 NECGSC溝の口 鈴木　信太郎
14659 協栄MD座間 安立　胡桃
14659 協栄MD座間 稲葉　元
14659 協栄MD座間 森腰　浩輝
14659 協栄MD座間 一宮　紅瑠美
14659 協栄MD座間 塚本　結
14659 協栄MD座間 馬渕　健斗
14664 セントラル藤沢 溝口　歩優
14664 セントラル藤沢 栗山　百花
14664 セントラル藤沢 肥尾　帆波
14664 セントラル藤沢 窪沢　杏南
14664 セントラル藤沢 高橋　央奨
14664 セントラル藤沢 小林　渚
14664 セントラル藤沢 窪沢　隼
14664 セントラル藤沢 岩瀬　優花
14664 セントラル藤沢 加世田　悠翔
14664 セントラル藤沢 星野　暖仁
14664 セントラル藤沢 中島　大和
14664 セントラル藤沢 平井　実花



14664 セントラル藤沢 井上　旅
14664 セントラル藤沢 藤來　心美
14664 セントラル藤沢 朝妻　りりか
14664 セントラル藤沢 白石　陽愛
14664 セントラル藤沢 藤井　碧
14664 セントラル藤沢 朝妻　あいり
14664 セントラル藤沢 佐藤　光莉
14664 セントラル藤沢 武政　響
14664 セントラル藤沢 横山　翔哉
14664 セントラル藤沢 白石　悠陽
14664 セントラル藤沢 海籐　侑希乃
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 太田　千鶴
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 川島　蒼太
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 近藤　あつき
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 八木　優葵乃
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 海老澤　佑来
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 遊馬　圭一朗
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 皆戸　健琉
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 小泉　海帆
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 池田　壮志
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 高月　結菜
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 宮内　風人
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 浅井　郁吹
14666 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 吉田　來希
14671 メガロス神奈川 宮﨑　陽季
14671 メガロス神奈川 萩原　由芽
14671 メガロス神奈川 鈴木　丞
14675 セントラル能見台 穂積　楓
14675 セントラル能見台 草野　伊吹
14675 セントラル能見台 松葉口　苺奈
14675 セントラル能見台 渡辺　晴海
14675 セントラル能見台 関　優斗
14675 セントラル能見台 高畠　未雪
14675 セントラル能見台 石山　壮
14675 セントラル能見台 鈴木　龍馬
14675 セントラル能見台 竹長　隼汰
14675 セントラル能見台 髙橋　颯太
14675 セントラル能見台 福木　みのり
14675 セントラル能見台 竹長　莉



14675 セントラル能見台 藤原　虹湖
14675 セントラル能見台 山中　大聖
14675 セントラル能見台 佐藤　佑樹
14675 セントラル能見台 服部　蒼生
14700 JFE京浜 浜谷　憲周
14700 JFE京浜 天田　雄大
14700 JFE京浜 金子　喜恵
14700 JFE京浜 竹本　崇志
14700 JFE京浜 林　真也
14701 NEC 松下大輝
14701 NEC 内田諒哉
14716 パナソニックコネクト 鮫島　悠輔
48007 日本体育大学 松永　爽羽
48007 日本体育大学 関琴音
48007 日本体育大学 中村仁
48007 日本体育大学 元石　大翔
48007 日本体育大学 田中　花歩
48007 日本体育大学 加藤　杏樹
48007 日本体育大学 黒田侑希
48007 日本体育大学 時川叶夢
48007 日本体育大学 松本　涼
48007 日本体育大学 堀　夏葉
48007 日本体育大学 安齋　叶空
48007 日本体育大学 永野蒼
48007 日本体育大学 成畑凌雅
48007 日本体育大学 大野　なな実
48007 日本体育大学 渡辺雅空
48007 日本体育大学 立山　青葉
48007 日本体育大学 田中夢乃
48007 日本体育大学 今村翼
48007 日本体育大学 田村　烈士
48007 日本体育大学 狩又俊介
48007 日本体育大学 平尾　楓
48007 日本体育大学 大坂岳巳
48007 日本体育大学 井上真帆
48007 日本体育大学 松井一真
48007 日本体育大学 前野陽向
48007 日本体育大学 秦亮介
48007 日本体育大学 有賀一路



48049 神奈川大 中村 葵
48049 神奈川大 竹中 柊貴
48049 神奈川大 川口 茉美
48049 神奈川大 西澤 七海
48049 神奈川大 西田 拓郎
48049 神奈川大 杉山 樺音
48049 神奈川大 橋本 和賢
48049 神奈川大 佐藤 貴道
48049 神奈川大 小山内 元気
48049 神奈川大 津田 歩季
48049 神奈川大 キング アリシア
48049 神奈川大 伊藤 亜香利
48049 神奈川大 寺坂 千英
48049 神奈川大 望月 美優香
48049 神奈川大 田原 麻里愛
48049 神奈川大 岩立 健太
48049 神奈川大 小森 裕太
48049 神奈川大 樋口 巧真
48049 神奈川大 岡谷 開翔
48049 神奈川大 小林 優太
48049 神奈川大 本田 志帆
48049 神奈川大 長谷 珠那
48049 神奈川大 但野 智哉
48049 神奈川大 伊藤 康太
48049 神奈川大 辻山 歩夢
48049 神奈川大 庄司 洸雅
48203 桐蔭横浜大 屋和田  諒
48203 桐蔭横浜大 和田 雄向
48203 桐蔭横浜大 矢島  夏洋
48203 桐蔭横浜大 田中 将也
48203 桐蔭横浜大 前場  洋輝
48203 桐蔭横浜大 長田 康太郎
48203 桐蔭横浜大 津谷 知咲
48203 桐蔭横浜大 久保田 聖
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